
 

 

 

    
 

    

 

 氏名 作品名 出身地 

全部門 

団野 利男
 

「才女」
 

京都府城陽市
 

ギザギザ仮面 「ロックイング オン ザ ロック」 
神奈川県川崎市

 

sharken
 

「One Love」
 

広島県広島市
 

歩輝
 

「さよなら」
 

愛知県名古屋市
 

伊野 美紀子
 「星空の下、さまよい人」 

愛知県春日井市
 

木村 雪枝
 

「an ally」
 

東京都品川区
 

磯貝 史治
 

「ふさわしい場所」
 

愛知県豊橋市
 

作詞部門 

吉田 泰治
 

「お母さん」
 

奈良県奈良市
 

中出 幸江
 

「この空の下で」
 

三重県伊賀市
 

髙橋 輝夫
 「積木」

 
愛知県犬山市

 

田中 花林
 

「明かりを…」
 

静岡県富士市
 

作曲部門 
渡邉 夏歩

 
「Dawn（夜明け）」

 
千葉県浦安市

 

 

    

こどもこどもこどもこどもたち一人一人は天から授かった宝物ですたち一人一人は天から授かった宝物ですたち一人一人は天から授かった宝物ですたち一人一人は天から授かった宝物です    

    こだわりのこだわりのこだわりのこだわりの木質空間木質空間木質空間木質空間とととと安心安全な食材安心安全な食材安心安全な食材安心安全な食材で豊かな感性を育みませんか？で豊かな感性を育みませんか？で豊かな感性を育みませんか？で豊かな感性を育みませんか？    

 

 

 

 

    

        

「「「「働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！働き方改革」私たちは働く女性たちを応援します！    

０才児   ３６，０００円 

１・２才児 ３５，０００円 

空きがあれば即利用可！ 園児募集！ 

１才児～就学前の児童→病児保育あり 

開園時間 月曜～日曜 毎日 7:30～18:30 

豊橋市瓦町２丁目７７(１号線瓦町旧呉病院)  

○直 61-8101 又は 52-4315 伊奈    

 

 

 

お問合せお問合せお問合せお問合せ    ☎☎☎☎０５３２－５２－４３１５０５３２－５２－４３１５０５３２－５２－４３１５０５３２－５２－４３１５    

日本日本日本日本ののののモノをモノをモノをモノを大切大切大切大切ににににするするするする習慣習慣習慣習慣をををを『『『『もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』もったいないをありがとう』運動運動運動運動ととととしてしてしてして、、、、マレーシアマレーシアマレーシアマレーシアなどなどなどなどアジアのアジアのアジアのアジアの発展途上国発展途上国発展途上国発展途上国ののののこどもたちこどもたちこどもたちこどもたちのののの支援支援支援支援とととと日本日本日本日本のセーフティーネットののセーフティーネットののセーフティーネットののセーフティーネットの人々人々人々人々 にににに活用活用活用活用するするするする福祉福祉福祉福祉のののの仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを創創創創
りましたりましたりましたりました。。。。ごごごご家庭家庭家庭家庭でまだでまだでまだでまだ使使使使えるけどえるけどえるけどえるけど不要不要不要不要となったとなったとなったとなった、、、、でもでもでもでも捨捨捨捨てるてるてるてるののののはははは「「「「もったいないもったいないもったいないもったいない」」」」ものものものものがありましたらがありましたらがありましたらがありましたら、、、、WACWACWACWAC++++へおへおへおへお持持持持ちちちちくだくだくだくださいさいさいさい！！！！！！！！    

 

 

 

 

アパートを借りよう

としたら保証人が必

要と言われた… 

親族には迷惑を 

かけたくない 

障がいの息子の 

将来を家族に代わり 

託したい 

一人暮らしで、 

自宅で急に倒れた時 

どうしたらよいのか 

こんなことでこんなことでこんなことでこんなことで困って困って困って困っていませんかいませんかいませんかいませんか！？！？！？！？    

たすけあい三河たすけあい三河たすけあい三河たすけあい三河ににににご相談ご相談ご相談ご相談くださいくださいくださいください！！！！    

保育士 

同時 

 募集中！ 

快適な木質快適な木質快適な木質快適な木質空間空間空間空間    安心の職員安心の職員安心の職員安心の職員配置配置配置配置    こだわりの給食こだわりの給食こだわりの給食こだわりの給食    

とよはしとよはしとよはしとよはし・・・・なごや・なごや・なごや・なごや・おかざきおかざきおかざきおかざき    

金賞 『おじいちゃんとおばあちゃん』 

小野澤凛人 

（東京都目黒区） 

銀賞 『Heart』 

齊藤 史乃 

（青森県青森市） 

銅賞 『TAKA と MARI』 

水谷 隆宏 

（愛知県一宮市） 

第１１回「一枚のはがき」アート第１１回「一枚のはがき」アート第１１回「一枚のはがき」アート第１１回「一枚のはがき」アートコンテストコンテストコンテストコンテスト    トップ金賞はトップ金賞はトップ金賞はトップ金賞は    東京都目黒区東京都目黒区東京都目黒区東京都目黒区    小野澤凛人さんに決定！！小野澤凛人さんに決定！！小野澤凛人さんに決定！！小野澤凛人さんに決定！！    

VVVVol.76ol.76ol.76ol.76    

2222020202022222 年年年年 1111 月号月号月号月号    

すべてすべてすべてすべて予約予約予約予約がががが必要必要必要必要ですですですです    

ＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴ. . . .                     https://www.wacnet.jp/https://www.wacnet.jp/https://www.wacnet.jp/https://www.wacnet.jp/    

たすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センターたすけあい居住支援センター            https://www.wacnet.jp/kyojyu/https://www.wacnet.jp/kyojyu/https://www.wacnet.jp/kyojyu/https://www.wacnet.jp/kyojyu/    

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人たすけあいたすけあいたすけあいたすけあい三河三河三河三河                    httphttphttphttpssss://www.wacnet.://www.wacnet.://www.wacnet.://www.wacnet.jp/tasukeai/jp/tasukeai/jp/tasukeai/jp/tasukeai/    

基本理念 地 域 の し あ わ せ カ ン パ ニ ー を め ざ す 「 み ん な の し あ わ せ 」 １．メンバー、スタッフ、その家族みんなのしあわせを実現する。 

 

 

〇キッチン用品（お鍋＆フライパン等）〇生活雑貨（時計等）

〇食器（新品、中古食器）〇ファッション系（夏物衣料等）

〇ベビー・キッズ（夏物衣料等）〇キャンプ・フィットネス・

スポーツ（テント等）〇工具（工具等）〇楽器・オーディオ

（ギター等）、〇文房具（鉛筆等） 

ＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴＷＡＣＮＥＴ....のリユースのリユースのリユースのリユース    無料引取いたします無料引取いたします無料引取いたします無料引取いたします！！！！    

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先    事務局事務局事務局事務局    豊橋市南瓦町豊橋市南瓦町豊橋市南瓦町豊橋市南瓦町 14141414----1111WACWACWACWAC ﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙﾋﾞﾙ 2F2F2F2F    

                    デデデデ    ポポポポ    豊橋市豊橋市豊橋市豊橋市瓦町通瓦町通瓦町通瓦町通 1111 丁目丁目丁目丁目 18181818    
httphttphttphttpssss:::://www.wacnet.jp/mottainai///www.wacnet.jp/mottainai///www.wacnet.jp/mottainai///www.wacnet.jp/mottainai/    

℡℡℡℡0532053205320532----54545454----2666266626662666    

担当担当担当担当::::大澤、大澤、大澤、大澤、秋月秋月秋月秋月    

「もったいない「もったいない「もったいない「もったいないファミリーファミリーファミリーファミリー」」」」    

キャラクターキャラクターキャラクターキャラクターデザイン募集中！！デザイン募集中！！デザイン募集中！！デザイン募集中！！    

２．障がいがあっても、なくても、高齢者、子どもたち、病気の方、生活困難な方、すべての人の地域社会での場をつくり、ささえあい、自立を進める。自立支援の場、ささえあいの場をつくる。 

３．地域社会の生活課題・社会課題・問題を発見し解決する。  ４．地域社会をしあわせにし、活性化させる。 

 

■■■■小野澤凛人さん小野澤凛人さん小野澤凛人さん小野澤凛人さんインタビューインタビューインタビューインタビュー    

・アート活動のきっかけは・・・小さい頃から絵画教

室に通い、絵を描いたり、工作をすることが好きでし

た。中学に入り放課後ディサービスに通うようにな

り、定期的に作品を継続的に描くようになりました。 

・絵の特徴は・・・線の描き方で、細部の描き込みや、

何本のもの線を使い描くことにあります。 

・制作期間はどのくらい・・・３～４日間 

・作品に込められた思いは何ですか・・・お父さんと

お母さんがラブラブなので、仲の良い夫婦を描きたか

った。 

・一番こだわった点は・・・ワインや小さなサンタの

色の配合や色づかいにこだわりました。 

・家族とは・・・人は一人では生きていけない。とて

も大切な存在です。 

 

困 ったら困 ったら困 ったら困 ったら WAC+WAC+WAC+WAC+    

    

    

    

    

    

    

月 曜 日 ～土 曜 日月 曜 日 ～土 曜 日月 曜 日 ～土 曜 日月 曜 日 ～土 曜 日     10 :0010:0010:0010:00～～～～19:0019:0019:0019:00    

〒〒〒〒 440440440440---- 0823 0823 0823 0823 豊橋市瓦町通豊橋市瓦町通豊橋市瓦町通豊橋市瓦町通 1111 丁目丁目丁目丁目 18181818    

TEL 0532TEL 0532TEL 0532TEL 0532----54545454 ----2666 05322666 05322666 05322666 0532----52525252---- 4315431543154315    

FAX 0532FAX 0532FAX 0532FAX 0532----56565656 ----0702070207020702    

ＳＯＳ相談ＳＯＳ相談ＳＯＳ相談ＳＯＳ相談     TEL 090TEL 090TEL 090TEL 090----8545854585458545----0110011001100110    

    

介護保険介護保険介護保険介護保険    

障害福祉障害福祉障害福祉障害福祉 

生活困窮者生活困窮者生活困窮者生活困窮者    

支援支援支援支援 

こども支援こども支援こども支援こども支援    

子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援 

生活保護生活保護生活保護生活保護    

年金年金年金年金    

身元保証身元保証身元保証身元保証    

成年後見成年後見成年後見成年後見    

信託・遺言信託・遺言信託・遺言信託・遺言    

相続相続相続相続    

財産管理財産管理財産管理財産管理    

生活支援生活支援生活支援生活支援    

葬祭葬祭葬祭葬祭 

住宅住宅住宅住宅    

不動産不動産不動産不動産    

旅行旅行旅行旅行 

一枚のはがきアートコンテストも今年で 11 回目。全

国津々浦々から届いたハガキの束と言えないまでも、

応募枚数は昨年より減ったかな。しかし上位は相変わ

らず個性的な作品が並ぶ。その中で、テーマ「楽しい

家族」トップの金賞を射止めたのは、東京都目黒区か

ら応募の小野澤凛人小野澤凛人小野澤凛人小野澤凛人さんでした。タイトル「おじいち

ゃんとおばあちゃん」エキゾチックで大人の雰囲気、

おしゃれなクリスマス。審査員満点を獲得した作品

は、外国映画のシーンのような、こんな生活してみた

い。とにかく作品はよく目立った存在でした。 

 

12 年前に始まったこころの病のみなさんのオリジナル

曲作詞作曲演奏を全国から公募する唯一の音楽祭。ここ

ろの病・チャレンジド音楽の祭典「とよはし音楽祭」「とよはし音楽祭」「とよはし音楽祭」「とよはし音楽祭」

チャレンジド ミュージック コンテスト第第第第12121212 回とよは回とよは回とよは回とよは

し音楽祭し音楽祭し音楽祭し音楽祭が始まります！！！ 

全国から応募のエントリー作品の中から全部門、作詞、

作曲部門全12作品が当日グランプリをめざします！！ 

日時日時日時日時    2022202220222022年年年年2222月月月月5555日（土）日（土）日（土）日（土）    

12121212時開場時開場時開場時開場    13131313：：：：00000000～～～～11115555：：：：33330000    

会場会場会場会場    豊橋市民文化会館豊橋市民文化会館豊橋市民文化会館豊橋市民文化会館    大ホール大ホール大ホール大ホール        

豊橋市向山大池町豊橋市向山大池町豊橋市向山大池町豊橋市向山大池町20202020----1111    

入場無料入場無料入場無料入場無料    整理券が必要となります。 

地元豊橋、東三河、愛知のみなさんで応援しましょ

う！！ 

問合せ先 愛知チャレンジド・クリエイティブ・ 

アワードコンペティション実行委員会 

事務局WACNET.内0532-52-4315 梅木、大澤まで 

※詳しくは専用リーフレットをご覧ください。 

第第第第11112222回回回回とよはしとよはしとよはしとよはし音楽祭音楽祭音楽祭音楽祭    当日当日当日当日一般入場一般入場一般入場一般入場整理券整理券整理券整理券(200(200(200(200名名名名限定限定限定限定))))配布中配布中配布中配布中！！！！！！！！    

コンペティションコンペティションコンペティションコンペティションノミネートノミネートノミネートノミネート作品作品作品作品決定！決定！決定！決定！    

小野澤サン制作風景 審査会風景 

12121212 月月月月 25252525 日日日日（土）に（土）に（土）に（土）に表彰式を表彰式を表彰式を表彰式を行いました行いました行いました行いました    

審査員審査員審査員審査員特別賞特別賞特別賞特別賞    カミジョウカミジョウカミジョウカミジョウ    ミカミカミカミカ（（（（長野県安曇野市長野県安曇野市長野県安曇野市長野県安曇野市））））    

山本山本山本山本    悠宮悠宮悠宮悠宮（（（（青森県八戸市青森県八戸市青森県八戸市青森県八戸市）、）、）、）、田中田中田中田中    蒼羽蒼羽蒼羽蒼羽（（（（青森県三沢市青森県三沢市青森県三沢市青森県三沢市））））    

チャレンジ賞チャレンジ賞チャレンジ賞チャレンジ賞    本村本村本村本村    実希実希実希実希（（（（鹿児島県鹿屋市鹿児島県鹿屋市鹿児島県鹿屋市鹿児島県鹿屋市））））    

工藤工藤工藤工藤    友佳里友佳里友佳里友佳里（（（（岡山県岡山市岡山県岡山市岡山県岡山市岡山県岡山市）、）、）、）、日日日日     優太優太優太優太（（（（福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市））））    

多田多田多田多田    吉剛吉剛吉剛吉剛（（（（兵庫県尼崎市兵庫県尼崎市兵庫県尼崎市兵庫県尼崎市））））    

以上以上以上以上、全国から、全国から、全国から、全国から入賞者入賞者入賞者入賞者 10101010 名が名が名が名が選出されました。選出されました。選出されました。選出されました。    

次回次回次回次回、第、第、第、第 12121212 回回回回テーマ「私の大切なものテーマ「私の大切なものテーマ「私の大切なものテーマ「私の大切なもの」」」」ご応募ご応募ご応募ご応募お待ちしてお待ちしてお待ちしてお待ちしておりますおりますおりますおります。。。。    


